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邦論文 子宮頸部高度異形成・上皮内癌（ＣＩＮ3）に対する円錐切除術後の初回検診時期に
ついての検討
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2014年　実績

2014/2/2 第14回近畿産婦人科内視鏡手術研究会 大阪
　・ＴＬＨにおける頸部処理を簡便かつ安全に行うために
　　横井猛、澤田真明、甲村奈緒子、西川愛子、智多昌哉、竹田満寿美、
　　紺谷佳代、三好愛、宮武崇、三村真由子、長松正章

　・ＴＬＨ術中に膀胱鏡にて尿管口からの尿流出を確認したが、術後尿管狭窄
　　をきたした1例
　　宮武崇、澤田真明、甲村奈緒子、西川愛子、智多昌哉、竹田満寿美、
　　紺谷佳代、三好愛、三村真由子、長松正章、横井猛

2014/3/29 第10回泉州広域母子医療センター症例検討会
　・瘢痕部妊娠にて子宮全摘となった1例
　　串本卓哉

　・当院での救命センターとの連携症例の検討
　　橋村茉利子

　・低用量ピル内服中に妊娠した1例
　　甲村奈緒子

　・妊娠合併卵巣腫瘍に対し、手術療法を施行した4例
　　澤田真明

第66回日本産科婦人科学会学術講演会　東京
　・月経痛を契機に明らかになった子宮奇形の2症例
　　串本卓哉、橋村茉利子、海野ひかり、山崎瑠璃子、竹田満寿美、三好愛、
　　宮武崇、三村真由子、荻田和秀、長松正章、横井猛

　・当院における子宮内膜混合癌の検討
　　宮武崇、橋村茉莉子、串本卓哉、山崎瑠璃子、海野ひかり、竹田満寿美、
　　三好愛、三村真由子、横井猛、荻田和秀、長松正章

　・子宮奇形合併妊娠16例と周産期合併症についての検討
　　甲村奈緒子、澤田真明、西川愛子、智多昌哉、後藤摩耶子、張良実、吉田晋、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、荻田和秀

　・子宮筋腫合併妊娠の妊娠・分娩管理におけるＭＲＩでの筋腫評価に関する
　　検討
　　智多昌哉、甲村奈緒子、澤田真明、西川愛子、後藤摩耶子、張良実、吉田晋、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、荻田和秀

　・高齢者の婦人科癌患者に対する治療胞の選択について
　　竹田満寿美、長松正章、横井猛、荻田和秀、三村真由子、宮武崇、三好愛、
　　串本卓哉、海野ひかり、山崎瑠璃子、橋村茉利子

　・慢性骨髄単球性白血病を合併し化学療法の施行に苦慮した再発子宮頸癌の
　　1例
　　山﨑瑠璃子、宮武崇、橋村茉利子、海野ひかり、串本卓哉、竹田満寿美、
　　三好愛、三村真由子、横井猛、荻田和秀、長松正章

　・早期子宮体癌に対する腹腔鏡下根治手術34例における開腹手術との比較
　　検討
　　角田守、小林栄仁、横井猛、筒井建紀、木村敏啓、馬渕誠士、上田豊、
　　澤田健二郎、吉野潔、藤田征巳、木村正

　・当科で経験した子宮動脈塞栓術後妊娠の3症例
　　張良実、澤田真明、甲村奈緒子、西川愛子、智多昌哉、後藤摩耶子、吉田晋、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀、横井猛

　・前方視的に待機的管理を行った胎盤遺残に関する予後の検討
　　西川愛子、甲村奈緒子、澤田真明、智多昌哉、後藤摩耶子、張良実、吉田晋、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、荻田和秀

国内学会

2014/4/18



2014年　実績
　・妊娠高血圧症候群・周産期心筋症・羊水塞栓症から母体救命し得た1症例
　　吉田晋、澤田真明、甲村奈緒子、西川愛子、智多昌哉、後藤摩耶子、張良実、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀、横井猛

　・産褥子宮の摘出および子宮型羊水塞栓症に関する検討
　　澤田真明、佐藤敦、甲村奈緒子、西川愛子、智多昌哉、後藤摩耶子、張良実、
　　吉田晋、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀、横井猛

　・当院で経験した子宮頸癌合併妊娠4例の後方視的検討
　　橋村茉利子、山崎瑠璃子、海野ひかり、串本卓哉、竹田満寿美、三好愛、
　　宮武崇、三村真由子、荻田和秀、横井猛、長松正章

　・原発不明の転移性卵巣胚細胞カルチノイドの1症例
　　海野ひかり、宮武崇、橋村茉利子、山崎瑠璃子、串本卓哉、竹田満寿美、
　　三好愛、三村真由子、横井猛、荻田和秀、長松正章

　・全前置胎盤症例に対する内腸骨動脈バルン併用帝王切開術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～当院での取り組み
　　後藤摩耶子、甲村奈緒子、澤田真明、西川愛子、智多昌哉、張良実、吉田晋、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀

2014/6/7 第4回こすもす懇話会　泉佐野
　・診断に苦慮した骨盤内膿瘍の1例
　　甲村奈緒子

2014/6/7
　　　～8

第31回日本産婦人科感染症研究会学術集会
　・妊娠中の虫垂炎に難渋し自然早産経膣分娩後開腹術にて診断治療しえた1例
　　福井温、高岡幸、橋村茉利子、山﨑瑠璃子、海野ひかり、串本卓哉、
　　後藤摩耶子、張良実、吉田晋、佐藤敦、鹿戸佳代子、荻田和秀

第130回近畿産科婦人科学会学術集会　大阪
 ・子宮内膜症における血清CA19-9・CA125に関する検討
　　澤田真明、宮武崇、甲村奈緒子、西川愛子、智多昌哉、竹田満寿美、
　　紺谷佳代、三好愛、三村真由子、長松正章、横井猛、荻田和秀

　・当院における救命センターとの連携症例の検討
　　橋村茉利子、後藤摩耶子、山崎瑠璃子、海野ひかり、串本卓哉、張良実、
　　吉田晋、佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、長松正章、荻田和秀

　・ＰＩＤに肛門周囲膿瘍を併発し治療に難渋した1症例
　　海野ひかり、吉田晋、橋村茉利子、山崎瑠璃子、串本卓哉、後藤摩耶子、
　　張良実、佐藤敦、鹿戸佳代子、福井温、児玉匡、水野均、横井猛、荻田和秀

　・慢性骨髄単球性白血病を合併し化学療法の施行に苦慮した再発子宮頸癌の
　　1例
　　山崎瑠璃子、宮武崇、橋村茉利子、海野ひかり、串本卓哉、竹田満寿美、
　　三好愛、紺谷佳代、三村真由子、荻田和秀、横井猛、長松正章

　・Lipschutz潰瘍が疑われた性器潰瘍性病変の2例
　　紺谷佳代、甲村奈緒子、澤田真明、智多昌哉、西川愛子、竹田満寿美、
　　三好愛、宮武崇、三村真由子、長松正章、荻田和秀、横井猛

　・手術前後で診断が異なった巨大卵巣腫瘍の2例
　　西川愛子、宮武崇、甲村奈緒子、澤田真明、智多昌哉、竹田満寿美、
　　紺谷佳代、三好愛、三村真由子、長松正章、横井猛、荻田和秀

　・外陰癌の転移巣との鑑別を要した異所性筋腫の1例
　　竹田満寿美、甲村奈緒子、澤田真明、西川愛子、智多昌哉、紺谷佳代、
　　三好愛、宮武崇、三村真由子、長松正章、荻田和秀、横井猛

　・産褥子宮摘出術22例（4年）の検討
　　串本卓哉、橋村茉利子、山崎瑠璃子、海野ひかり、後藤摩耶子、張良実、
　　吉田晋、佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、長松正章、荻田和秀

　・腹腔鏡下手術を施行した非交通性副角を伴う単角子宮の9症例
　　田中絢香、筒井建紀、小林栄仁、澤田健二郎、田中佑典、熊澤恵一、横井猛、
　　木村正

2014/6/28
　　　～29

2014/4/18



2014年　実績
第50回日本周産期・新生児医学会学術集会　浦安
　・当院での救命センターとの連携症例21例の検討
　　橋村茉利子、後藤摩耶子、山﨑瑠璃子、海野ひかり、串本卓哉、張良実、
　　吉田晋、佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、荻田和秀

　・妊娠中に診断が困難であり母体死亡に至った血球貧食症候群の1例
　　張良実、甲村奈緒子、橋村茉利子、澤田真明、串本卓哉、後藤摩耶子、
　　吉田晋、佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、荻田和秀

　・広汎性子宮頸部摘出術後の妊娠管理に関する検討
　　吉田晋、甲村奈緒子、澤田真明、橋村茉利子、後藤摩耶子、張良実、佐藤敦、
　　福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀、横井猛

　・もやもや病合併妊娠に対して硬膜外麻酔併用経膣分娩にて出生した1例
　　甲村奈緒子、澤田真明、西川愛子、智多昌哉、後藤摩耶子、張良実、吉田晋、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀

　・妊娠中に活動性ループス腎炎の増悪を認め早期晩出に至った1例
　　西川愛子、甲村奈緒子、澤田真明、智多昌哉、後藤摩耶子、張良実、吉田晋、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、長松正章、荻田和秀

第56回日本婦人科腫瘍学会学術講演会　宇都宮
　・ホルモン産生卵巣腫瘍を疑って腹腔鏡下手術を施行し転移性卵巣腫瘍と
　　判明した1例
　　横井猛、橋村茉利子、甲村奈緒子、澤田真明、西川愛子、智多昌哉、
　　竹田満寿美、紺谷佳代、三好愛、宮武崇、三村真由子、長松正章

　・脳転移に対して外科的治療を行った卵巣癌の3例
　　甲村奈緒子、澤田真明、西川愛子、智多昌哉、竹田満寿美、三好愛、
　　紺谷佳代、三村真由子、宮武崇、長松正章、横井猛

　・化学療法が奏効し、その後手術にて寛解を得た、子宮内膜癌Ⅳa期の1症例
　　宮武崇、澤田真明、甲村奈緒子、西川愛子、智多昌哉、竹田満寿美、
　　紺谷佳代、三好愛、三村真由子、長松正章、横井猛

2014/7/24 市民公開講座　貝塚
　・女性に知ってほしい子宮筋腫・卵巣のう腫、子宮内膜症の最新治療
　　横井猛

第52回日本癌治療学会学術集会　横浜
　・術前ＮＡＣとして動注化学療法を施行した子宮頸癌3症例
　　三村真由子、宮武崇、甲村奈緒子、澤田真明、西川愛子、智多昌哉、
　　竹田満寿美、紺谷佳代、三好愛、長松正章、横井猛

　・子宮内膜異型増殖症に対するホルモン療法後、3年を経て診断された子宮
　　内膜癌の1症例
　　宮武崇、澤田真明、甲村奈緒子、西川愛子、智多昌哉、竹田満寿美、
　　紺谷佳代、三好愛、三村真由子、長松正章、横井猛

2014/9/11
　　　～13

第54回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会　鹿児島
　・より安全にできるＴＬＨをめざして
　　横井猛、小宮慎之介、甲村奈緒子、串本卓哉、竹田満寿美、玉田将、
　　紺谷佳代、三好愛、宮武崇、三村真由子、長松正章

　・ＴＬＨ術中に膀胱鏡にて尿流出を確認し、術後尿管狭窄による再手術を
　　回避し得た1例
　　宮武崇、小宮慎之介、甲村奈緒子、串本卓哉、玉田将、竹田満寿美、
　　紺谷佳代、三好愛、三村真由子、長松正章、横井猛

　・当科におけるドライボックスでのトレーニング方法の工夫
　　三好愛、小宮慎之介、甲村奈緒子、串本卓哉、竹田満寿美、玉田将、
　　紺谷佳代、宮武崇、三村真由子、長松正章、横井猛

　・外陰癌の転移巣と疑われた腫瘤に対して腹腔鏡下で切除・診断しえた1例
　　玉田将、小宮慎之介、甲村奈緒子、串本卓哉、竹田満寿美、三好愛、
　　紺谷佳代、三村真由子、宮武崇、長松正章、横井猛

2014/7/13
　　　～15

2014/7/17
　　　～19

2014/8/28
　　　～30



2014年　実績
　・腹腔鏡下手術後にイレウスと鑑別が必要な皮下気腫を生じた1例
　　串本卓哉、小宮慎之介、甲村奈緒子、竹田満寿美、玉田将、紺谷佳代、
　　三好愛、宮武崇、三村真由子、長松正章、横井猛

　・当院における卵巣嚢腫合併妊娠症例の腹腔鏡下手術の工夫
　　澤田真明、小宮慎之介、甲村奈緒子、串本卓哉、竹田満寿美、玉田将、
　　紺谷佳代、三好愛、宮武崇、三村真由子、長松正章、横井猛

　・腹腔鏡下子宮筋腫核出術における子宮筋腫の回収方法の工夫
　　甲村奈緒子、三好愛、小宮慎之介、串本卓哉、竹田満寿美、玉田将、
　　紺谷佳代、三村真由子、宮武崇、長松正章、横井猛

2014/9/20 リレー・フォー・ライフジャパン2014　貝塚
　・がんと向きあう
　　長松正章

第11回泉州広域母子医療センター症例検討会
　・卵巣腫瘍を疑い手術中に診断されたGastro Intestinal Stromal
　　Tumor(GIST)の1症例
　　串本卓哉

　・当院における産婦人科集約後5年間における婦人科癌治療の動向
　　小宮慎之介

　・当院での帝王切開術後皮下腫瘍に対する最近の試み
  　中島文香

　・性器出血によりショックとなった侵入胞状奇胎の1例
　　西村真唯

2014/9/27 第32回日本クラミジア研究会学術集会　京都
　・治療に難渋した小腸イレウスの1例
　　澤田真明、吉田晋、西村真唯、中島文香、橋村茉利子、後藤摩耶子、張良実、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、藤井仁、位藤俊一、荻田和秀：

第37回日本産婦人科手術学会　札幌
　・当院における子宮筋腫に対する膣式単純子宮全摘術（VTH）
　　小宮慎之介、宮武崇、甲村奈緒子、串本卓哉、玉田将、竹田満寿美、
　　紺谷佳代、三村真由子、長松正章、横井猛、荻田和秀

　・巨大子宮筋腫に対する単純子宮全摘術の視野展開の工夫について
　　宮武崇、小宮慎之介、甲村奈緒子、玉田将、竹田満寿美、紺谷佳代、三好愛、
　　三村真由子、長松正章、横井猛、荻田和秀

　・硬膜外針を用いた子宮体部への圧迫止血縫合
　　澤田真明、佐藤敦、西村真唯、中島文香、橋村茉利子、後藤摩耶子、張良実、
　　吉田晋、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀

　・ウェラブルカメラを用いた手術動画記録の取り組み
　　吉田晋、西村真唯、橋村茉利子、澤田真明、後藤摩耶子、張良実、佐藤敦、
　　福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀、横井猛

第131回近畿産科婦人科学会学術集会　大阪
　・当院における、Radical Trachelectomy（RT）術後患者妊娠予後の検討
　　小宮慎之介、宮武崇、甲村奈緒子、串本卓哉、竹田満寿美、玉田将、
　　紺谷佳代、三好愛、吉田晋、三村真由子、長松正章、荻田和秀、横井猛

　・帝王切開術後、劇症型赤痢アメーバ大腸炎により大腸亜全摘・小腸瘻増設を
　　行った1例
　　西村真唯、後藤摩耶子、高岡幸、中島文香、橋村茉利子、澤田真明、張良実、
　　吉田晋、佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀

2014/11/15 第36回大阪大学産婦人科オープンクリニカルカンファレンス
　・CA125高値を伴う子宮筋腫の1症例
　　三好愛、小宮慎之介、甲村奈緒子、串本卓哉、玉田将、紺谷佳代、宮武崇、
　　三村真由子、長松正章、横井猛

2014/10/26

2014/9/27

2014/10/11
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